特集2

地球との共生
地球温暖化

水資源

21世紀末までの
世界平均地上気温の変化

2000年と比較した
2050年の世界の水需要

最大

+4.8℃

※1

食料生産量

「地球との共生」を
取り巻く
世界の課題

2005～2007年と比較した
2050年までに増やすべき食料生産

+60％

+55％

※3

※2

フードロス

世界で生産された食料のうち
廃棄される量

1/3（約13億トン）

全体の

※3

※1 IPCC (2013) ※2 OECD (2012) ※3 FAO (2012)

■ 味の素グループの使命
人間による消費需要が地球の生産能力を超えている状況下で、地
球環境を守りながら経済活動や日常生活を維持していくためには、
「持続可能な生産と消費」の追求が不可欠です。
味の素グループは、
サプライチェーンの最源流である調達段階から、
開発・生産活動、物流、生活者とのコミュニケーションに至るすべて
の活動で、
ステークホルダーと連携し、価値観と目標を共有しながら
行動します。

関連の深いSDGs 項目
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味の素グループ 環境方針

（ 2017 年 4月改定）

私たちは、社会とお客様とともに地球との共生に貢献し、持続可能な
『循環型社会』
を実現します。

1 私たちは、製品ライフサイクル全体から排出される温室効果ガスを地球が吸収可能な範囲に抑え、低炭素社会へ貢献します。
2 私たちは、次世代のための食資源の確保と生態系・生物多様性を含む自然環境の保全、水資源の保全に貢献します。
3 私たちは、製品ライフサイクル全体から排出される廃棄物の3R（リデュース、
リユース、
リサイクル）
を適切に行い、
資源を活かしきる取り組みを進めます。

4 私たちは、関係法令等を順守します。
5 私たちは、環境マネジメントシステムの考え方を基本として、環境トラブルの防止を図るとともに、環境改善の取り組みを進めます。

味の素グループ 環境長期ビジョン
味の素グループは、国際的な目標に先行する取り組みを通じて、モノづくりから消費の場面に至るまで、社会・お客様とともに
地球環境への貢献を実現します。

製品ライフサイクル全体で
カーボンニュートラルにします
次世代のための食資源の確保と

2050年までに

生態系・生物多様性を含む

製品ライフサイクルで

自然環境の保全に貢献し

フードロスを半減します

持続可能な調達を実現します

持続的に水を

廃棄物のゼロエミッションを

利用し続けられる環境を

達成します

創出します

■ ライフサイクル視点で見た味の素グループの環境負荷

CO2排出割合

56%

原料

水使用割合

17%

生産

75%
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27%

製品輸送

24%

使用

廃棄

1%

CO 2 排出割合は、Webサイト掲載の環境データのマテリアルバランスのCO 2 排出量をもとにしています。
水使用割合は、
［主要な原料］と［生産での使用量］と［輸送・保管のシナリオ］をもとに、Trucost 社にて算定した結果です。
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味の素グループ 環境長期ビジョン・環境目標の詳細
味の素グループの環境長期目標は、生産系（工場）中心の取り組みに、事業活動における「フードロス削減」と
「食資源の確保・自然環境の保全」を追加し、製品ライフサイクル全体を対象として展開しています。

製品ライフサイクル全体でカーボンニュートラルにします
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■ CO2排出量原単位
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温室効果ガスの

生産量比排出原単位
（対2005年度）
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1.13

2005

基準年

0.97

2013

主な施策

●10年以上にわたり継続している
環境負荷低減活動のさらなる深化
●自社内のバイオマスボイラー・コジェネの
増強、安定稼働

0.88

0.57

●グリーンエネルギーの活用推進

2030（年度）

2016

目標

■ 再生可能エネルギー利用比率
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再生可能エネルギー
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利用比率
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ベトナム味の素社 ビエンホア工場
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2030（年度）
目標

■ フロン式フリーザー保有台数（味の素冷凍食品（株））
30

％
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20

自然冷媒もしくは

10

GWP150以下の新冷媒使用

0

2020年

100％切り替え

2030年にHFCs保有量減少
14

主な施策

●フロン削減の方針策定
・味の素冷凍食品
（株）
、
クノール食品
（株）
の脱フロン推進
・インドネシアでのHFO冷凍機導入

11
4

2001

2014

2016

2019（年度）
目標

2050年までに製品ライフサイクルでフードロスを半減します

50

主な施策

●原料をムダなく活かしきるモノづくり

％削減

2025年

2050年

原料受け入れから
お客様納品まで

製品ライフサイクル全体
（原料～使用・廃棄）

フードロス
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●製品の賞味期限の延長、年月表示化、
納品ルール変更での物流・返品削減
●製品でお客様の使用時のロス削減
●生活者においしく残さず食べ切る
「食エコ」を提案
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次世代のための食資源の確保と生態系・生物多様性を含む
自然環境の保全に貢献し持続可能な調達を実現します

60

■ 技術導入数

主な施策

●原料・エネルギー削減技術

50

億円

創出される経済効果

40

●発酵原料自製化

30

●バイオマス活用

20
10
0

2011-2013

2014-2016

2017-2019（年度）
目標

主な施策

100

●トレーサビリティの確立
●認証品、
それに準じた原材料の購入
●サプライチェーン関係者との連携を通じた
持続可能な調達に関する基準や仕組み
づくり

％

持続可能な調達
（2020年度）

パーム油

紙

持続的に水を利用し続けられる環境を創出します

80

■ 水使用量原単位

主な施策

●10年以上にわたり継続している
環境負荷低減活動のさらなる深化

150

％削減

工場の生産量比水使用量
（対2005年度）

●排水水質基準（BOD、TN）設定
（公共水域に直接放流）
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2016

25
2030（年度）
目標

廃棄物のゼロエミッションを達成します

99

■ 資源化率

主な施策

●10年以上にわたり継続している
環境負荷低減活動のさらなる深化

100

％以上
維持

資源化率
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50
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99.0+
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目標
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持続可能な農業と
再生可能エネルギー
地域の恵みで生産し、地域に実りを還す
味の素グループは創業以来、地域で入手しやすい農作物を原料としてア
ミノ酸を生産してきました。発酵法の過程では、アミノ酸を取り出した後に
残る栄養豊富な副生物（コプロ）
を地域の肥料や飼料としてほぼ100％活
用しています。こうした資源循環型アミノ酸発酵生産方式を
「バイオサイク
ル」
と呼んでおり、食資源の安定的な確保が世界規模での課題となってい
る中、持続可能な農業に貢献できる一つの解決策であると考えています。

アミノ酸発酵生産の重要農作物原料である
サトウキビ

化学肥料製造に伴う排出CO2の削減に貢献
サトウキビ畑50万haに必要な化学肥料
（窒素分）
の70％をカバー

50万ha

光合成によって
大気中のCO2を吸収

「味の素®」
の年間製造量を
50万トンとしたとき、

2,800万t

有機質肥料
160万t

副生物の資源化
副生物の資源化

もしアミノ酸をつくるのに
発酵法を使わなかったら…

太陽

化学肥料

コプロをイネの栽培に活用

サトウキビ畑

833年分

※1

収 穫

すべてを昆布でつくると、
日本の昆布の年間生産
量の 833 年 分 、乾 燥 重
量で2,500 万トンが必要

地域とともに、
いつまでもつくり続けられる仕組み

バ イ オ サ イク ル

副生物
160万t

サトウキビ

2億トン

※2

3,800万t

うま味調味料
「味の素 R 」
製糖工場

製品
うま味調味料
「味の素®」

すべてをトマトでつくると、
世界の年間平均生産
量の1.6 年分、
2 億トンが
必要

窒素分

糖蜜
（サトウキビの搾り汁）

50万t

150万t

粗糖

※1 だし昆布10 0gあたりのグルタミン酸平均抽出量
は、
100gあたり2,240mgをベースに算出
※2 完熟トマト100gあたり140mgをベースに算出

420万t

この図は味の素グループが1年間に世界各地で生産するうま味調味料｢味の素R｣を50万トンとして、
その原料がすべてサトウキビと仮定して表したモデルです。
サトウキビ栽培ならびに製糖産業にかかわる数値は世界の標準的な数値を用い、
うま味調味料｢味の素R｣生産に関する数値は味の素グループの実績に基づいています。

サーキュラー・エコノミー
現在、
欧州を中心に
「サーキュラー・エコノミー」
という新しい提案が広がりつつあ

食資源

エネルギー

食料

包材

ります。
これは、環境保全のみならず、経済的な成長の戦略として、
ムダや廃棄物
の削減、
リサイクル、
シェアリング等の活動を捉える考え方です。
私たちはこれまでも、
バイオサイクルをはじめ食資源やエネルギーをムダなく活かし
きる様々な取り組みを進めてきました。取り組みを通じて味の素グループが成長する
とともに、
私たちの活動に必要な原料を生産している地域の農業や経済活動を豊
かにする役割も担ってきたと自負しています。
一方、
製品・サービスを届ける先である生活の場面では、
まだまだできることがある
と自覚しています。法制度や体制などの制約もあり、
完全なリサイクルを形作ること
は難しいですが、
生活者の皆様とも連携を図りながら社会全体での
「循環」
を築け
るよう、
味の素グループがハブの機能を果たしていければと考えています。
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2030年度に再生可能エネルギー利用比率50%実現を目指して

タイ味の素社アユタヤ工場

日本自然エネルギー（株）
と「グリーン電力証書」の購入に関する契約を締結

味の素グループは、省エネの推進や海外を中心としたバイオマス

味の素（株）本社、国内営業拠点などの全使用電力を対象とした

ボイラーおよびバイオマスコジェネレーション
（蒸気と電気の併給）

「グリーン電力証書 」の購入に関する契約を日本自然エネルギー

の導入・増設を行い、味の素グループ全体で再生可能エネルギー

（株）
と締結しました。沖縄のサトウキビの搾りかすを利用したバイ

比率を2030 年度に50％に高めることを目指しています。
ブラジル、

オマス発電由来の再生可能エネルギーを使用したとみなされる
「グ

タイ、ベトナムにおいてサトウキビの搾りかすやもみ殻などのバイオ

リーン電力証書」の購入により、当社グループの対象拠点で使用

マスの非可食部分や未利用部分を燃料としたエネルギーの利用を

する電力は2017 年度よりすべてグリーン電力となりました。

推進しており、当社グループ全体の再生可能エネルギー比率は20％
（ 2016 年度実績）
となっています。

2016 年 4月に米のもみ殻を燃料としたバイオマスコジェネレー
ションシステムを導入したタイのアユタヤ工場では、
もみ殻の調達か
ら、
コジェネレーションの運転・保守、燃やした後の灰をコプロとして
有効利用するまで、
自前で管理する仕組みを確立しました。この導
入により、年間 59,000トンのCO 2排出量を削減できました。
一方、再生可能エネルギーの使用が少なかった日本国内でも、

本社、研修センター、
国内の営業拠点

5支社、
北海道味の素社、
沖縄味の素社
年間全使用電力
（410万kWh）
CO2排出量で年間2,400トン相当

アミノ酸製造の副産物廃活性炭の活用 ～土壌再生炭～
「味の素®」
の製造工程では最後に色素や微量な不純物を除去

日本では
「アミノ酸入り活性炭」
として広く利用されるようになりま

するために活性炭を使用しています。
この廃活性炭は今までは産

したが、
「水分が多くベタついて撒き難い」、
「アンモニア臭がする」

業廃棄物として廃棄されていましたが、廃活性炭の新たな機能に

などの課題も明らかになりました。
また川崎工場での
「味の素®」製

着目し、
川崎工場の廃活性炭を
「土壌再生炭」
として2012年に発

造も2015年に終了したため、
「土壌再生炭」の製造工場をベトナ

売を開始しました。

ム味の素社に移転するとともに、
お客様の要望に応えるアンモニ

日本では昔から農地の改良のために竹炭が利用されてきました。
農地で同じ作物を何年も栽培し続けると作物の生育が悪くなること
が知られており、
この改善に竹炭や活性炭が有効であることが近
年明らかになり世界的に利用されるようになってきています。

小松菜の生育不良の土壌再生炭による改善例

塩類集積のため、
生育不良のところがあった

元肥施用時に、
「土壌再生炭」を撒いた

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017

ア臭がなく撒きやすい粒状の「粒状土壌再生炭」の販売を2017
年3月より開始しました。
「粒状土壌再生炭」のお客様の評価も上々で今後栽培事例を
積んで最適な使用方法を探求し、
全世界の「味の素®」製造工場
に展開していく計画です。

生育するようになった
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資源を余すことなく活かしきる「低資源利用発酵技術」
■「低資源利用発酵技術」とは
アミノ酸の発酵生産に用いる農作物は、貴重な食資源であると

これらの技術のさらなる高度化に向け、味の素グループのみなら

ともに、バイオ燃料や工業用素材としても需要が高まっています。ア

ず、最先端の技術を持つ国内外のベンチャー企業や大学、研究機

ミノ酸の世界的メーカーとして環境負荷の低い生産法の開発に取

関等との連携により、研究開発を加速させています。

り組み続けることは味の素グループの社会的責務です。
味の素グループでは、長年にわたり、独自の先端バイオ技術を活
用して少ない原料で効率よく発酵製造する技術や低資源利用発

現在

糖

酵技術の開発を精力的に進めてきました。

従来の発酵菌

低資源利用発酵技術には、発酵の生産効率を上げる
「原料・エ
ネルギーを削減する技術」
と、
エネルギー源として地域の未利用資

一部導入

糖
バージョンアップ発酵菌

源だったもみ殻やウッドチップなどを使用する
「バイオマスの活用」
があります。こうした取り組みは、食資源の確保および、原料や生産
時に使用する水、CO 2の抑制につながります。また、将来的には食
資源などと競合しない、バガスやとうもろこしの葉茎といった非可食
バイオマスなどの原料を利用する技術などの活用を目指しています。

■「低資源利用発酵技術」のロードマップ

目指す姿

糖
バイオマス糖化技術

非可食バイオマス
バガス（サトウキビの搾りかす）

■「低資源利用発酵技術」を活用した
飼料用トリプトファンの生産

主要なアミノ酸を生産している
「低資源利用発酵技術」導入対
象工場の約 8 割が、
「 原料・エネルギー削減技術 」
を2016 年度ま

飼料用アミノ酸の製造を行う味の素アニマル・ニュートリション・

でに導入しました。2025 年度までには対象となる全工場への技術

グループでは、低資源利用発酵技術を中心とする最新の生産技

導入完了と、
さらなる新技術開発と導入を継続していきます。
さらに

術の既存工場への導入を進めてきました。その低資源利用発酵技

2025 年までに、一部工場で副原料のアンモニアを自工場で製造

術をさらに発展させ、
より少ない原燃料で環境負荷軽減を可能とさ

する技術を導入します。

せる新技術を用いた飼料用トリプトファンの生産を、2017 年 6月か

また、
「バイオマスの活用」は、2016 年度に約 6 割となりました。

ら米国で開始します。北米地域では初となる飼料用トリプトファンの

今後も2025 年度に向けてコジェネレーション化 や導入工場の拡

域内生産により、今まで以上に安定した供給体制を実現し、北米

大を図っていきます。

畜産業界の成長へ貢献していきます。

※1

今後も最先端のアミノ酸発酵技術開発と地域に密着した販売

※ 1 電気と蒸気を同時に発生させる熱電併給システム

活動を継続し、飼料用アミノ酸のリーディングカンパニーとして、お
客様にとって価値ある製品とサービスを提供し続けます。

■ 低資源利用発酵技術の工場導入率
（%）
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Column

アミノ酸発酵の副原料アンモニアの
オンサイト生産を目指して
アンモニアは地球上のすべての生命に不可欠な窒素の供給源
となる重要な化合物で、
世界総生産量は年間 1 億 6 千万トンを超え
ています。
そのうち約 8 割が肥料の原料として、
残り約2 割は様々な食

アンモニア生産

アンモニア輸送

アンモニア保管

大型プラントで
大量集中生産

液化ガスとしての
輸送が必要

保管コストが発生

×

×

従来の
プロセス

品・医薬品の原料や化成品の原料として利用されています。
従来のアンモニア製法は100 年以上前の技術で空気中の窒素
と、
天然ガス等から得られる水素を原料に高温かつ高圧の大型プラ
ントでの一極集中・大量生産を行わなければならず、
設備投資が高
額になるという課題があります。加えて、
アンモニアを生産拠点から世
界各地に点在する需要地に輸送するためには、
専用の運搬装置と
保管設備が必要であることから物流コストが非常に大きいことが課
題となっています。

新しい

需要地ごとに
小型プラントによる
分散生産

プロセス

この課題を解決するため、
東京工業大学の元素戦略研究セン

アンモニアのオンサイト生産
による発酵製造システム
低温・低圧・
低エネルギー

発酵菌
窒素分（アンモニア）

ター長 細野秀雄教授らとの研究開発において、
低温・低圧条件
下で高効率のアンモニア合成の可能な触媒を発見・発明しまし
た。従来難しいとされた小型のプラントでの生産が可能となり、必
要量のアンモニアを必要とされる場所で生産する
「アンモニアオン
サイト生産」
モデルの実現が期待されています。
味の素
（株）
は、多種のアミノ酸等の発酵生産において多くの

水+ 窒素 = アンモニア
を生成

発酵液
（糖源）

新しい触媒を使用

発酵菌と副原料（窒素分）
等を加える

アンモニアを原料として利用しています。従前より細野教授らの発
明・発見を高く評価し、
本技術の実用化に関する共同開発を実施
してきました。

味の素工場

2017 年 4月に、味の素（株）
はUMI 、
東工大教授らと出資し、
新
会社、
つばめBHB 株式会社
（以下、
つばめBHB ）
を設立しました。
今後、
つばめBHBと協力して味の素
（株）
の国内外発酵素材工場
に本技術を導入し、
2021 年頃を目途に世界初のオンサイトアンモ
ニア生産の実用化を図ります。
それにより、
アンモニア生産および
輸送におけるエネルギー消費や環境負荷を抑えることで地球との
共生を目指します。
また、
この新しい技術を発酵素材のコスト競争力
を高めるドライバーとするほか、
将来的には、
農業肥料等への適用
拡大を図り、
より環境に配慮した生産システムの実現を通じて社会
への貢献を目指します。

つばめBHB 株式会社
味の素
（株）
とユニバーサル マテリアルズ インキュベーター
（株）
（ UMI ）
が管理運営するUMI1 号投資事業有限責任
組合、
東京工業大学の元素戦略研究センター長 細野 秀

左から、科学技術振興機構 理事 後藤吉正氏、
つばめBHB（株）代表取締役 中谷秀雄
氏、ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター（株）代表取締役 月丘誠一氏、東京工業
大学元素戦略研究センター長 細野秀雄氏、味の素（株）取締役社長 西井孝明、東京工
業大学学長 三島良直氏

参照
プレスリリース

https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/
detail/2017_04_27_02.html

雄教授らと共同で出資した新会社
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畜産の栄養課題・環境課題に応える
飼料用アミノ酸

世界人口の増加と、途上国の経済成長を背景に、食肉需要は

も大きな影響を与えます。また、農作物や家畜を育てるためには膨

今後ますます増大すると考えられています。食肉用の家畜には、飼

大な水が必要とされます。このように、畜産の効率は様々な環境負

料として小麦やトウモロコシなどの農作物が使われますが、
これらは

荷と密接にかかわっているのです。

同時に人間の食料にも用いられる作物です。

味の素グループでは、飼料用のアミノ酸を開発・販売することで、

動物の体は20 種類のアミノ酸で構成されており、
そのうち数種の

飼料のアミノ酸バランスを改善し、家畜の成長を促進しながら、家

アミノ酸は必要な量が体内で合成できません。家畜の成育では、
こ

畜由来の地球環境負荷の低減を目指しています。飼料用アミノ酸

うしたアミノ酸を補うためにトウモロコシや小麦、大豆ミールなどを配

を活用すれば、飼料に用いる農作物を削減でき、窒素排出量を削

合した一般的な飼料を用いますが、
それだけではリジンやスレオニン、

減することが可能となるのです。

トリプトファンが不足しがちになります。アミノ酸のバランスが悪いと、

飼料用アミノ酸の環境貢献効果については、
ライフサイクルアセ

飼料中のアミノ酸が家畜の体内で有効に利用されず、一部のアミ

スメント
（ LCA ）の手法を用いて、様々な「視える化」
を行っています。

ノ酸は窒素化合物として排泄されます。糞尿として排泄された窒素

畜産農家の方々に温室効果ガス削減のメリットをお伝えするととも

化合物は、土壌や大気中で酸化・還元され、高い温室効果を持つ

に、業界団体や行政などとも連携し、飼料用アミノ酸の積極的な利

N 2O（亜酸化窒素）
として大気中に排出されるため、地球温暖化に

用を進めていきます。

「リジン」

「スレオニン」

「トリプトファン」

「バリン」

「AjiProR
-L」

参照
環境 P103
外部との連携で「飼料用アミノ酸」を広げる
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畜産農家とともに、
家畜由来の環境負荷低減を研究する
カリフォルニア大学デービス校
（UC Davis ）
の畜産学部は、
世界でも指折りの研究機関です。味の素ハートランド社は同学部の研究を支援する
ため、
奨学寄付のほか、
乳牛用リジン製剤「 AjiPro®-L 」
をはじめとしたアミノ酸の提供を行っています。
研究の意義や今後の展望について、
同学部のDr. Kebreabにお話しいただきました。

地域の畜産農家の思いに応える、大学での研究
今日、
酪農由来の環境負荷は社会的に大きな懸念となっていま
す。特にカリフォルニア州では、
農業における窒素排出に対しての規
制が年々強化されています。規制当局は近年、
「 2020 年までに酪農
由来の温室効果ガスを15パーセント削減すること」
を求めてきていま
すから、
定量化は重要なテーマです。
このため酪農家たちは、
自ら会
費を集め、
California Dairy Research Foundationという研究
基金を組織し、
私たちに助成金を出して研究を支援していただけるよ
うになりました。酪農家たちは地球持続性に対して高い関心を持って
おり、
ライフサイクルにおける排出削減のために自分たちが何をすれ
ばよいのかを明らかにすべく、
私たちの研究に大きな期待を寄せてい
るのです。

Professor, Sesnon Endowed Chair, Deputy Director – Agricultural
Sustainability Institute
Dept. of Animal Science, University of California, Davis

Ermias Kebreab, Ph.D.

牛をはじめとする反芻動物のアミノ酸利用効率を算定するために
は、
消化や代謝だけでなく、
ルーメン
（第一胃）
の常在菌によるアミノ
酸の利用なども加味しなければなりません。
このため、
飼料中のタンパ

ていますから、
私たちの研究成果が世界をリードし、
より環境負荷の

ク質がどのくらい排泄されるか、
飼料のアミノ酸バランスを取ったとき

低い酪農を実現するための推進力になると考えています。

にタンパク質の利用効率がどのくらい変化するかといったモデルを検
討し、
実際の乳牛に適用できるよう、
検証を進めているところです。

味の素グループの乳牛用リジン製剤「 AjiPro®-L 」
は、
牛の第一
胃では分解されず、
小腸で消化・吸収されるという特徴があります。
この製品を使うことで、
実際に乳牛の体内でアミノ酸がどのくらい有
効に使われているのか、
正確に測定・算出することができるようにな

カリフォルニアで蓄積した成果を、世界へ広める

りました。
さらに、
今後のモデルの精緻化にも
「 AjiPro®-L 」
は役立つでしょ

私たちの研究室の専門テーマは、
「 農業におけるカーボンフットプ

う。現在、
乳牛の飼料のうち17～18％を粗タンパク
（農作物から得

リント」
と、
「 畜産動物の栄養素の要求量・利用量」
を明らかにするこ

られるタンパク質）
が占めていることがわかっています。
これを減らし

とです。UC Davisには世界有数の最新鋭の実証実験設備が調っ

ていったときに、
リジンやメチオニンなどのアミノ酸以外に不足しがち
なアミノ酸はあるのか、
不足しがちなアミノ酸を補うことで乳生産量
を維持したまま粗タンパクをさらに減らすことができるのか、
といった
疑問を明らかにするために、
研究を進めていきます。現在までに、
アミ
ノ酸のバランスを整えたときにどの程度飼料中のタンパク質を減ら
せ、
その結果として窒素排泄がどのぐらい減るかということを推定で
きる数学的モデルは確立できています。次の段階では、
このモデル
で推定される窒素排泄減少効果が実際に牛を使った実験で再現
できるかということを検証していきます。
この検証には信頼できる乳
牛用アミノ酸製品が不可欠であり、
味の素ハートランド社が共同で
取り組んでくれていることは非常に大きなアドバンテージだと考えて
います。

味の素ハートランド社

カリフォルニアから始まったこの研究が、
ゆくゆくは国全体、
そして

Animal Nutrition Innovation Center of Chicago
Senior Director（ 当時）

世界にも広く影響を与え、
今まで以上に環境負荷の低い酪農を実

新里 出（右）

現できるようになると考えています。
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社会全体での
環境負荷削減に貢献する

業界全体で目指す「持続可能な物流体制」
■「競争は商品で、物流は共同で」
を実現する協議体

■ 物流の課題を共有し
標準化を進めるための連携

日本の食品物流を取り巻く環境は、
トラックドライバー不足、物

持続的な食品物流構築のため、製配販に関わる物流課題を解

流コストの上昇、CO 2 削減をはじめとする環境保全への対応等、多

決すべくF-LINEプロジェクト6 社にキッコーマン食品（株）、
キユー

くの課題を抱えています。味の素（株）
は、2015 年 2月に国内食品

ピー
（株）
を加えた８社で「食品物流未来推進会議（ SBM 会議）」
を

メーカー6 社で
“食品企業物流プラットフォーム
（ F-LINE ® ）※１”
の

設立しました。今後、行政・業界団体と連携し解決へ向けた活動を

構築に合意。参加メーカーによる協議体（ F-LINEプロジェクト）
で

推進していきます。

物流戦略を策定し、
これまでに関東・関西間の中距離幹線輸送再

持続可能な食品物流の構築

構築（ 2016 年 3月）
や北海道エリアの共同配送（ 2016 年 4月）
の取
り組みを進めてきました。

SBM会議

さらなる協働の取り組みの推進に向けて、物流企画立案機能
の統 合や、
トラックドライバーや物 流センターなどの物 流 資 産の

F-LINEプロジェクト

キッコーマン食品
（株）
、キユーピー
（株）

+ F-LINEプロジェクト参加企業6社

共有による一層の物流体制の効率化を目指し、味の素（株）、
カ

味の素
（株）
、
カゴメ
（株）
、
日清オイリオ
グループ
（株）
、
日清フーズ
（株）
、ハウス食品
グループ本社
（株）
、
（株）
Mizkan

F-LINE株式会社

ゴメ
（株）、日清フーズ（株）、ハウス食品グループ本社（株）の 4 社

手待ち時間、納品方法など
共通課題解決へ協議

は、2017 年 3月に合弁会社 F-LINE（株）
を、2017 年 4月に九州

味の素
（株）
、
カゴメ
（株）
、
日清フーズ
（株）
、
ハウス食品グループ本社
（株）
各社25%出資

F-LINE（株）
を発足しました。北海道エリアに続き、2018 年の九州
エリアでの共同物流体制の構築を目指し、
さらに、2019 年の物流
子会社の統合も視野にいれた全国展開の検討をはじめます。

行政、業界団体、外部団体と連携した「定義の明確化」
「ルール化」
「標準化」

※1 Food Logistics Intelligent Network

6社によるF-LINEプロジェクトの課題解決サイクル
北海道共同配送開始

共同配送

幹線輸送

幹線輸送取り組み開始
・鉄道ラウンド輸送の開始
・混載輸送の開始

・在庫拠点を4箇所から2箇所へ
・環境負荷を低減、
車両確保を安定化

F-LINE®

製配販活動

・持続可能な物流体制構築に貢献する。
・豊かな国民生活に貢献する。

製配販の仕組みの整流化
・共同配送6社納品伝票統一化
・納品時手待ち時間改善取り組み
・定曜日配送、パレット、ハイ単位出荷による効率化テスト開始

【F-LINE® 基本理念】
「競争は商品で、物流は共同で」により、
より効率的で
安定した物流力の確保と食品業界全体の物流インフラの
社会的・経済的合理性を追求する。

■ 主な成果
F-LINEプロジェクト6 社北海道共同配送
CO2排出量

配車台数/日

15 %減 18 %減
味の素グループ サステナビリティデータブック 2017

味の素（株）モーダルシフト率

500km以上の
中距離輸送

80 %

この活動で

受賞！

平成28年度 グリーン物流パートナーシップ
優良事業者表彰

「国土交通大臣表彰」
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社会全体で減らす「フードロス」

味の素「食エコKIDs 」賞の授賞式の風景

■ 2019 年度末を目途に
「賞味期限の年月表示化」を実現

「エコうま® 」
クッキングに挑戦する子どもたち

■ 独自技術を活かし、
製品を通じたフードロスへの貢献

世界的な課題の「フードロス」、世界では年間約 13 億トンと推計

味の素（株）
の酵素技術により、炊きたての食感を長時間保持で

されています。日本では約 621 万トンと推計されており、
この量は世

きる
「お米ふっくら調理料」や、独自の配合技術により、唐揚げに代

界全体の食料援助量（約 320 万トン）
の約 2 倍に相当します。
「フー

表される厚切り肉メニューで、歩留りが約 10％アップする
「唐揚げ・

ドロス」削減は、地球温暖化などの環境問題や、将来にわたる食

お肉ジューシー調理料」等外食・中食産業のお客様向けの製品を

料のひっ迫など世界全体が対応すべき喫緊の課題であり、
日本で

通じてフードロスに貢献しています。

も官民一体となり総合的に取り組む必要があります。
味の素（株）
は2011 年から経済産業省の「製・配・販連携協議
会」、2012 年からは農林水産省の「食品ロス削減のための商慣習
検討ワーキングチーム」に加わり、
「賞味期限の年月表示化」
「賞
味期間の延長」
「納品期限の最適化」
を検討してきました。味の素

参照
サステナビリティデータブック2016 特集2 P10

（株）
は、食品メーカーを代表する企業として率先して、2017 年 2月
から、賞味期間が 1 年以上の製品で、賞味期間を延長した上で年

■ 生活者とともに進めるエコライフ

月表示に変更する取り組みを開始しました。
この「賞味期限の年月表示化」
を実行するためには、
メーカーは

日本の家庭から出るフードロスは約 300 万トンと全体の約半分を

「賞味期限延長」
「印字機等の生産工程の見直し」
「生産から出荷

占めます。そこで、味の素（株）
では、普段の料理や食事を通じて実

までの情報システムの見直し」
「流通での製品情報の再登録」など

践できる環境活動を、食卓からのエコライフ＝「食エコ」
として、生活

が必要で、
その準備をしています。2019 年度末を目途に、家庭用製

者に提案しています。食材をムダなく、おいしく食べ切る
「エコうまレ

品を対象に順次切り替える予定です。社会全体でフードロスを削減

シピ® 」
（ =エコでうまい
（美味い・上手い）
レシピやアイデア）
を広げる

するために、味の素グループは社会と協働して取り組んでいきます。

活動や、
エコな製品を選んでもらうために独自の環境ラベル「味なエ
コ」マークの製品への表示に取り組んでいます。

「賞味期限の年月表示化」による
サプライチェーン全体でのメリット
・管理対象ロット数の減少
・保管スペースの極少化
・倉庫や店舗でのオペレーションの簡素化

また、2010 年度から子どもたちの食エコ活動を応援する味の素
「食エコKIDs 」賞 ※ 2の表彰や、2016 年度から花王（株）、川崎市
と連携して夏休みに実施している体験型環境イベントなどを通じて、
社会全体でエコライフを推進していきます。

この活動で

受賞！

第11回キッズデザイン賞

「子どもたちの創造性と
未来を拓くデザイン部門」

（主催：特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会）
参照
消費者課題 P127
賞味期限の年月表示化への取り組み

※2 （一財）グリーンクロスジャパンが実施する「みどりの小道」環境日記に応募された作品の中から環
境に配慮した「食」に関する楽しく、
すぐれた活動を味の素「食エコKIDs」賞として表彰しています。

参照
消費者課題 P133-136
食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案
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社会と協働し、
持続可能な調達を実現する
原料などの調達活動が自然資本である生物資源やそれを育む生態系、地域社会に及ぼす環境・社会的影響は大きいもの
があります。持続可能な原料調達を確かなものにしていくためには、自社が調達使用する原材料が環境・社会面で問題がな
いことを担保することがまず必要ですが、
それに加え、持続可能な原材料が社会全体で当たり前に安定的に調達使用できる
ようにすることが重要です。味の素グループは、持続可能な生産、サプライ／バリューチェーンの社会システムづくりに積極的
にかかわり、多様な関係者との連携・協働の取り組みをリードしています。

“森林破壊ゼロ”に向けた取り組み
森林破壊は生態系の破壊や生物多様性の喪失をもたらし、地球温暖化や人権などの社会問題にもつながります。
味の素グループは、原産地の森林破壊ゼロを支持し、
グローバルグループ範囲で持続可能な紙・パーム油の調達利用に取り組んでいます。

■ FSC®認証紙の利用推進
味の素グループは、
「 味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイド

味の素株式会社は、持続可能な紙利用を推進する企業とWWF

ライン」に基づき、国内外の味の素グループで使用する事務用紙、

ジャパンが設立した「 持続可能な紙利用のためのコンソーシアム

容器・包装用紙などについて各国・地域の状況に即して取り組みを

（ CSPU ）」の設立メンバーの 1 社です。コンソーシアムでシンポジ

進めています。
「ガイドライン」では、
“ FSC 認証紙および古紙利用

ウムやステークホルダーとのダイアログを開催するとともに、CSPU

100%の再生紙を優先調達する
（方針１）”
ことを定めています。

参加メンバー各社によるFSC ® 認証紙への取り組みが展開されて

®

国内味の素グループでは、事務用紙については既にほぼ方針 1

います。それぞれの立場役割や影響力を活かした連携協働は、持

適合を達成し維持していますが、2015 年度から容器包装用紙へ

続可能な紙が合理的に調達利用できる社会に向けて大きな役割

の FSC ® 認証紙の採用を強化してきました。2016 年歳暮期よりギ

を果たしていると考えます。

フト製品の化粧箱に導入を開始したのに続き、2017 年秋季には、

Web

「ほんだし® 」
「 Cook Do ®きょうの大皿」
といった家庭用主力製品

WWF「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」

の個装にFSC ® 認証紙を採用して「 FSC ® 認証マーク」
を表示しま

ファクトシート

http://www.wwf.or.jp/corp/
upfiles/20131119pcm_br.pdf

す。持続可能な紙についての社会や消費者の皆様への普及・啓
発においてポテンシャルを有する主力製品の役割は大きいものと

参照

認識しています。

公正な事業慣行 P61
持続可能な紙利用推進への取り組み

「FSC®認証マーク」を表示した家庭用主力製品

CSPUの関係者とともに
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■ 持続可能なパーム油調達の課題に挑む

個社だけでは不可能な業界横断、社会全体の仕組みづくりにリー
ダーシップを発揮しています。

紙・パルプと並んで、パーム油の調達は森林破壊ゼロに向けた
取り組みの重要な領域です。味の素グループはグローバル範囲で
「持続可能なパーム油のための円卓会議（ RSPO ）」に加盟 ※ 1し、
持続可能なパーム油の調達使用ならびにサプライチェーンの構築、
社会啓発に取り組んでいます。使用するパーム油関連原料を持続
可能なパーム油に切り替えるグループ共通目標の下、持続可能な
パーム油の調達可能性の状況が各国・地域ならびに使用する原
料により大きく異なることに即し、2020 年度までに100％持続可能
な調達を目指す目標を掲げ、RSPO 認証油の導入などの取り組み
を推進しています。
日本においては、持続可能なパーム油の利用の重要性につい
ての社会、産業界の認識はいまだ低く、広く普及する状況とはなっ

進捗確認はwww.rspo.orgへ
※1 2017年3月、RSPOはGroup Membership制度を導入し、企業グループに対し、パーム油に
かかわる傘下のすべての子会社等を親会社のmembershipに含めて登録することを義務づ
けました。これには、持続可能なパーム油への取り組みが世界共通の課題である中、企業グ
ループにおいて一部の事業活動範囲に限定した取り組みとなるおそれに対処するという目的
があります。味の素グループは、グループ全体でASVの取り組みを進めている中、この制度の
趣旨に即して対応しました

参照

ていません。そこで、味の素グループは、持続可能なパーム油の導

公正な事業慣行 P62
持続可能なパーム油への取り組み

入に積極的に取り組む企業有志とNGOとの連携協働に参画し、

公正な事業慣行 P ●●
水産資源の持続可能性を高めるカツオ生態調査
参照

世界の人々の水産資源として、
そして日本の食文化において重要な素材であり、
「ほんだし® 」の原料であるカツオ。主漁場である中西部太
平洋海域でのカツオ漁業の国際的資源管理ルールの構築はいまだ不十分な状態が続く中、
日本近海のカツオ漁業の持続可能性への懸念
が大きくなっています。国際・国内の両場面で、持続可能なカツオ漁業と資源利用の仕組みの構築に向けた多様な関係者の連携・協働がま
すます重要です。味の素（株）
が2009 年から開始した「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」は、
そのベストプラクティスとして大きく展開して
います。

■ 台湾～南西諸島海域へ調査範囲が拡大
味の素（株）
は国立研究開発法人 水産研究・教育機構 国際水
産資源研究所（略称：国際水研）
をパートナーとして、他に例をみな
い共同資源調査の取り組み※2を2009 年から継続しています。

2012 年から2016 年に継続実施した日本の最西端与那国島沖
での記録型電子標識を用いた大規模標識放流調査は、南西諸島
海域全域にわたるカツオ回遊行動について多くの新知見をもたらし
ました。この結果、
日本近海におけるカツオ回遊経路が推定された
という大きな成果につながりました。
さらに亜熱帯海域から日本近
海に至るカツオの行動生態を明らかにするためには、
日本の領海を
越え黒潮源流域の上流である台湾海域へ調査を展開しなければな
りません。
そこで、2016 年より開始された台湾水産庁など台湾関係者との
標識放流魚の再捕・報告についての連携 ※3を発展させ、2017 年よ
り、
日台のチーム協働による台東縣成功鎮沖からの標識放流調査
が始まっています。カツオ生態調査の長年の取り組み継続が築き
上げた実績と信頼が国際協働を支えています。
※2 水 産に関する国の 研 究 機 関と漁 業や 水 産 業と直 接 関わりのない民 間 企 業が、水 産 資
源の 持 続 性という長 期 の 公 益目的 のために 基 盤 的 科 学 研 究を共 同で実 施 すること。
これまでの調査の成果は「サステナビリティデータブック 2016」を参照
※3 日本で放流された標識魚が台湾において再捕された場合に、確実に日本側に報告が行われ
る体制を台湾に構築し運用する
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カツオの標識放流調査の様子

調査に関わる研究者、漁業者、味の素（株）
のメンバー

■ 最新技術によるカツオ近海生態調査

ワークインフラ構築には、
様々な利害関係がある関係者の連携・協働
が必要です。
一方、
先端技術もこのような実証の場が与えられてこそ応用開発が

2015 年からは、
ピンガー
（超音波標識）
を用いる最新のバイオテレ
メ
トリー技術 を東京海洋大学海洋環境学部門の協力を得て導入

進展します。
そこで、
2017年からは、東京海洋大学が参画するCREST

しています。
この技術により、
標識魚を再捕しなくても遊泳深度などの

の研究チームが調査に参加しています。

※1

詳細行動データを把握できるので、
データ取得の効率性が高まります。

このように、
「 太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」
は、
様々な関

2016年には、漁船搭載型受信機システムを開発し、外洋環境で稼働

係者間の連携・協働構築や先端技術を公共の実益につなげることの

させました。漁船に搭載された受信機からの情報は、
携帯電話回線を

プラッ
トフォームとなっています。味の素
（株）
は、
水産資源と世界・地域

利用したデータ通信で即時送信されるので、
研究者は外洋に出向くこ

の漁業の持続性を高める取

となしに標識魚の詳細な行動生態をリアルタイムで知ることができます。

り組みにおいて、
広く社会に

現在、
与那国町漁業協同組合の協力により与那国島沖海域に構築

わたるハブ機能を果たしてい

された受信機ネッ
トワーク を用いて、
世界最先端の常時観測体制を

きます。

運用しています。
さらに、
台湾沖・南西諸島海域から高知沖に至る黒潮

※1 生物の行動を遠隔で観測する手法

流域沿いに広域ネッ
トワークを構築することを目指し、
各地域の漁業者

※2 固定浮き漁礁 5カ所、受 信 機 搭載
漁船5隻

※2

や行政・研究機関など多くの関係者との協議を継続しています。

ピンガー（超音波標識）
と受信機

ピンガー受信機ネッ
トワークは、
地域の資源保全管理、
効率的な操
業のための強力な漁業共通インフラになり得ます。
しかし、
こうしたネッ
ト

参照
環境 P107-108
持続可能なカツオ漁業と資源利用への取り組み

■ 持続可能なカツオへの連携・協働

カツオ標識放流共同調査

パ
ールジャ ン”連 携
“オ

味の素（株）

国際 連 携

台湾
水産庁

調査プラットフォームの提供
資金・資材の提供
調査・広報活動への社員派遣

調査の設計
調査解析評価
調査・広報活動の実施

OFDC※3

台湾共同調査

CREST ※4

国立研究開発法人
水産研究・教育機構
国際水産資源
研究所

東京海洋大学

カツオ国際資源調査

カツオ近海生態調査

※3 OFDC

Overseas Fisheries Development Council
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※4 CREST
国立研究開発法人 科学技術振興機構の
戦略的創造研究推進事業において、
北海道大学、東京大学、京都大学、
東京海洋大学が参画して編成された研究チーム
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Column

社会課題をパートナーシップで解決する味の素グループ
グローバルトップ10クラスの企業は、
世界レベルの

味の素グループの事業活動は、
「誰一人取り残さない－

事業規模や財務基盤を持つだけでなく、
その企業ならで

No one will be left behind」共生社会の実現とい

はのユニークな価値創造を実践しながら、
事業を通じて

う地球社会全体の目標にそのまま重なるからです。

社会的な課題を解決し、
展開する国や地域でなくてはな
らない存在となっています。
味の素グループも、
世界各国・地域の社会に根差し
て展開している食品事業、
アミノサイエンス事業を通じ

しかし、
この目標は、
時には利害関係が必ずしも一致
しない関係者間での連携・協働も必要とします。
一つの
企業グループ単独では解決できない、
限られた業種の
中だけでは解決できない課題です。

である
「地球持続性」
、
て、
「21世紀の人類社会の課題」

味の素グループは、
研究、
開発、
調達、
製造、
物流・販

「食資源」
「
、健康なこころとからだ」
に積極的に貢献し、

売、
サービスといった幅広い機能分野で独自の技術、
知

社会・経済価値を創造し続けることで持続可能な成長

見を持つだけでなく、
世界各国・地域での事業活動を通

を実現しようとしています。
それが
「ASV」
の考え方です。

じ、
様々な関係者とのかかわりを持っています。
その特徴

「 ASV 」
の実践は、
必然的に、
持続可能な開発目標

を活かして、
味の素グループは、
社会連携・協働のハブ

の多くの項目にかかわることになります。
地球
（ SDGs）

となり、
積極的に様々な関係者をつなぐことができると考

上のあらゆる生き物のこころとからだの健康に貢献する

水産資源の持続可能性を高める
「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」

えます。

ソーシャルビジネスを通じて挑む
「ガーナ栄養改善プロジェクト」

“森林破壊ゼロ”の
サプライチェーンを目指す
「持続可能な紙・パーム油調達」

地域とともに持続可能な農業に貢献する
「バイオサイクル」
他業種、
行政と連携した
生活者への
「食エコ」
提案

食の知見とノウハウの提供で栄養課題解決に貢献する
「ベトナム・学校給食プロジェクト」

持続可能な物流体制を業界全体で目指す
「F-LINEプロジェクト」
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